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Company

事業

インターネット広告事業、メディア事業、ゲーム事業の３つを主力事業として展開しています。

インターネット広告事業

インターネットに特化した広告代理事業。運用力と最

先端の技術力を強みに、国内トップシェアを誇る。

Internet Ad
B u s i n e s s

メディア事業

「ABEMA」や「Ameba（アメーバブログ）」など、幅広いジャ

ンルのインターネットサービスを提供。

Media
B u s i n e s s

ゲーム事業

スマートフォン向けゲームの開発＆運用。主力タイトル8

本を含む約5 0本のゲ―ムを提供し、国内 TO P 5 に入る売

上シェアを誇る。

Game
B u s i n e s s



歴史

インターネット市場の急速な変化に適応しながら、新しい事業を展開して成長を続けています。
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Company

インターネットを軸に

幅広い事業・サービスを展開

新たにスマホゲーム事業に参入

数々のヒットタイトルを生み出し、
第 3の柱にまで拡大

株式会社サイバーエージェント
設立

インターネット広告事業からスタート

「AbemaTV（現 ABEMA）」
 本開局

第２の柱である
メディア事業に注力

「アメーバブログ（現 Ameba）」
の提供を開始



Next Page

サービス

当社が運営する幅広いジャンルのインターネットサービスのうち、代表的なサービスをご紹介します。
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ABEMA

2016年4月に本開局した、テレビ＆ビデオエンターテインメントとして展開する動画配信事業。

国内唯一の 24時間編成のニュース専門チャンネルや、オリジナルのドラマや恋愛リアリティーショー、

アニメ、スポーツなど、多彩な番組が楽しめます。

新しい未来のテレビ
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AWA

配信楽曲数は 9,500万曲、著名人やユーザーのプレイリスト数は約 1,300万件におよぶ、国内最大規模

の定額制音楽配信サービス。新しい音楽との「出会い」と「再会」を快適に楽しめるようなサービス

を追求しています。

音楽ストリーミングサービス
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バンドリ！ ガールズバンドパーティ！

キャラクターとリアルライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」の世

界観を軸に展開される、リズム＆アドベンチャーゲーム。簡単操作のリズムゲームは最大 5人で同時に遊

ぶことができ、アニメやライブでお馴染みの楽曲や有名アニメソングのカバー楽曲を楽しめます。

スマホで遊べるリズム＆アドベンチャーゲーム
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この素晴らしい世界に祝福を！ファンタスティックデイズ

人気テレビアニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』初のスマートフォンゲーム。

アニメでおなじみのキャラクターが登場する RPG。ストーリー全編をフルボイスで楽しむことができます。

人気テレビアニメ初のスマートフォンゲーム
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ピグパーティ

自分好みのピグ（アバター）で「きせかえ」や「もようがえ」を通して、友だちとライブでコミュニケー

ションをとることができる新感覚の “おしゃべりアプリ”。

アバターコミュニティアプリ
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RAGE

国内最大級の次世代型 eスポーツ大会。eスポーツ関連事業として他にも、ゲーム実況やオリジ

ナル番組が楽しめるゲーム動画プラットフォーム「OPENREC.tv」を運営しています。

国内最大級次世代型eスポーツ大会

W
eb RAGE 公式サイト
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平均年齢 男女比 年代

職種

%68 %32

FemaleMale

20代

30代

40代以上

%35
%45

%20

ビジネス職

エンジニア職

クリエイター職

歳33.3

社員データ

新卒や若手のうちから挑戦できる環境のサイバーエージェント。

性別や年次に関係なく、様々なメンバーが最前線で活躍しています。
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管理職の男女構成比

男性

女性

%78
%22

%59%23

%18



メディアプロデューサー

ゲームやメディアの開発・運用の

全てを統括する役割。プロジェクト

の総括的なリーダーとして、多岐

に渡る業務に携わる。

ゲームやメディアの開発現場に

おける責任者。開発チームを統率

しながら、開発進捗やサービス品質

の管理を担う役割。

「ABEMA」で配信する番組の責任者。

番組の企画立案から制作・配信、

宣伝戦略まで番組におけるトータル

プロデュースを行う。

クライアントである広告主の広告

戦略の立案や企画提案を行う職種。

担当する業種は飲料メーカーや自動

車メーカー、化粧品メーカーなど

多岐に及ぶ。

人事や経理、広報など会社全体の

管理機能を担う役割。会社の方針や

ビジョン実現に向けて、施策を考えて

実行している。

コーポレートスタッフアカウントプランナー
（広告企画営業）

番組プロデュ－サーメディアディレクター

ビジネス職 サービスや売上の拡大の役割を担うさまざまな職種のプロフェッショナルがいます。

職種
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職種
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技術職 専門的な知識やスキルを活かして、サービスやプロダクトづくりに関わる職種です。

エンジニア

ゲームやメディアのシステムを設計

したり、プログラミングを行って機能

を実装する職種。様々な種類があり、

それぞれ扱う言語や必要な知識が

異なる。

ゲームのイメージや演出に合わせて、

登場するキャラクターやアイテム、

背景などのイラストなどを手掛ける

職種。

ゲームやメディアをより快適に利用

できるようにユーザー体験を設計し

たり、イメージを実際に表現する役割。

幅広いサービスや事業部で活躍

している。

サービスの課題解決に向けて蓄積

したデータを収集して分析を行う

職種。分析結果をもとに、課題解

決や改善のための施策実行まで行

います。

データサイエンティストデザイナーイラストレーター



コンセプトを考える

チーム全員でアイディアを持ち寄り、プレゼンによって

ゲームの企画を決めます。

01
STEP

シナリオやキャラクターを決める

コンセプトに沿って設定や詳細を決めて、ゲームを

作るために必要な設計図（仕様書）を作ります。

02
STEP

デザイン

キャラクターや背景、アイテムなどゲームの世界に

登場する全てのグラフィックを制作します。

03
STEP

開発

04
STEP

17

P eop l e

ゲームはどうやってできるの？ 様々な役割をもつゲームクリエイターたちが、１つのチームとなって制作しています。AQ



04

BGMや効果音の制作

STEP

声優をキャスティングしてキャラクターの音声収録

を行ったり、ゲームの世界観を表現する B GM・効果音

を制作します。

05

プログラミング

STEP

プログラミング言語やゲームエンジンを用いて、実際に

ゲームを動かす部分を作っていきます。

06

検証

STEP

ゲームが最後まできちんと楽しめるかどうかを繰り

返しチェックし、問題があれば修正します。

18
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PRES IDENT
Shunkai Suda

PRODUCER
Sayoko Takagi

DES IGNER
Rina Urushidani

ENG INEER
Komei Fujita

CAで活躍する社員の声を聞いてみよう！



恋愛リアリティーショーでは、出演者それ

ぞれがそれぞれらしい恋や友情を育み、と

きにはつまずいたり転んだり、涙を流しな

がらも純粋に真っ直ぐに誰かを想う姿をそ

のまま映し出しています。

そんな彼らの等身大の姿に、画面越しに見

ている視聴者も「こんな恋や青春をした

い！」という気持ちになる。番組プロデュー

サーとしてもっともやりがいを感じるのは、

番組を通してたくさんの人の心を動かして

いる、と実感したときです。

出演者のまっすぐな気持ちこそが視聴者の

共感を生み出すと思っているので、「その純

粋で綺麗な言葉や気持ちを、彼らの目線で

そのまま伝えること」をこれからも大事に

していきたいです。

ABEMA の番組プロデューサーは、プロジェク

トの総責任者として番組の企画立案やキャ

スティングから、撮影、プロモーション企

画まで、番組の一連の業務に携わっています。

“番組を通して伝えたいメッセージ”が視聴

者にきちんと伝わるような番組にするために、

放送前の映像を見ながら制作会社やディレ

クター、作家と企画や内容をブラッシュアッ

プしたり、タイトルやキャッチコピーを考え

ます。

他にも、より多くの人に番組を見てもらえ

るように、作品の魅力を伝えるプロモーショ

ン企画を宣伝チームと一緒に考えるなど、

日々たくさんの人と関わりアイディアを出し

合いながら、一つの番組を作り上げています。

一言でプロデューサーと言っても色んな業

種や役割があるので、「本当は自分は何をや

りたいのか、何をやっているときの自分が

好きなのか」と自分自身についてよく知る

ことが、大切な第一歩だと思います。

私も学生時代に夢を目指す過程で様々なも

のに触れ、何をしている時の自分が好きな

のかをやっとわかり始めて今の仕事に就き

ました。

学生のうちからいろんな物事に触れ、もし

強烈に好きなものが見つかったらとことん

追及してみてください！たまたま参加した

り見たものが急にみなさんの世界を変える

かもしれませんし、みなさんの “好き”がい

つか強みとなるかもしれません。

様々なアイディアを形にして

ひとつの番組を作り上げる

「人の心を動かしている」

という実感が 1番のやりがい

プロデューサーを目指す

学生の皆さんへひとこと

株式会社AbemaTV

高木 佐代子
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PRODUCER

＃女性活躍 ＃番組プロデューサー

2016年新卒入社。メディア事業本部 Amebaプラットフォームへ配属。

2017年にはアメーバブログでプランナー／ディレクターを担当。

社長 藤田への企画提案をきっかけに同年10月より AbemaTV 制作局

に出向。現在は ABEMA の番組プロデューサーとして、現役高校生

たちの等身大の恋を追いかける「今日、好きなりました。」を担

当している。



PRES IDENT

＃ 20代子会社社長 ＃事業責任者
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株式会社Cyber Now

代表取締役社長　須田 瞬海

2014年新卒入社。2015年にメディア事業本部でマネージャーに就任後、

2016年に子会社社長就任。2018年より、ビジネスパーソン向けメ

ディア「新R25」を運営する株式会社Cyber Now 代表取締役 CEOとし

て従事。

入社当時から一貫して「最速でサイバーエー

ジェントの取締役になる」という目標を掲げ

ていました。

というのも、学生の時に偶然目にしたテレビ

番組で当時最年少でサイバーエージェント

の取締役に抜擢された山内さん（現 常務取

締役 兼 CyberZ代表取締役）を見て、心が震え

たんです。同時に、彼を超えるビジネスパー

ソンになりたいという目標ができました。

当時は取締役の意味こそまったく理解して

いませんでしたが（笑）。

今は1 0年後に藤田社長を筆頭とする経営陣の

後を引き継いで CA全体の経営指揮を取れる

人材を目指し、まずは「新R25」というサービ

スを世の中を代表するサービスへと成長さ

せたいと考えてます。

「仕事に熱狂できるような環境に身を置く」

という軸を持って、大学時代は就職活動を

行っていました。これは大学時代の過ごし

方についての後悔が強く影響しています。

4年間野球部に所属していたのですが、周り

のレベルの高さからプロや社会人チームで

は通用しないことに、ある時気付きました。

そのうち何のために野球を頑張るのか分か

らなくなって、楽な道へと逃げて過ごすよ

うになっていました。しかしその一方で、

何をしていても虚しさが消えなくて。

だから社会人では「仕事バカ」になるぐら

い没頭できる環境に進もうとサイバーエー

ジェントへの入社を決意しました。

大学時代の後悔から求めた

“仕事に熱狂できる環境”

目指すは、人の心を震わす

ビジネスパーソン！

なんでもいいので、自分が今本気で取り組

めることに一生懸命打ち込んでください！

それは成功することが大切でなくて、失敗

してもいいんです。本気でやってるからこ

そ得られる「くやしい機会」にどれだけ触

れられるか、いかに当事者として感じるこ

とができるかということが大切です。

それが価値のある経験となって皆さん自身

の成長の機会につながると思います。

事業責任者を目指す

学生の皆さんへひとこと
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D ES IGNER

＃女性活躍

デザインというと感覚的なイメージを持つ

方が多いかもしれませんが、UIのデザイン

は割とロジカルに考えることが多いです。

チームでも「ユーザーをワクワクさせたい

から、そのための要素としてこういった表

現にした」と言語化しながら整理するよう

にしています。

また、表現の引き出しを増やすために色ん

なエンタメをインプットするようにしてい

ます。ここでポイントなのが、勉強と思わ

ずにひとりのユーザーとして楽しむという

ことです。ゲームやWEBサービスだけでなく、

映画やアニメなどもよく見ています。

どういうときにワクワクして、そのときに

どういう表現を使ってるのかを自分なりに

整理してみると、新しい気付きを得ること

が多いですね。

ユーザーの使いやすさを考えながら画面の

デザインや設計を行うのが「UI デザイナー」

の役割です。

特にゲームにおいては膨大な情報量をユー

ザーに届ける必要があるため、一目でわか

るようなアイコンやガチャの演出をいかに

考えられるかがとても重要になってきます。

ひとつひとつのデザインがゲームの世界観

をつくったりユーザーが楽しめるコンテン

ツにもなり得るので、そこにデザイナーと

して注力できるのはとてもやりがいを感じ

ますし、ゲームデザイナーならではの面白

さだと思います。

またユーザーとの距離も近いので、担当し

た施策に対するユーザーの熱量に感動して

しまうことも多いですね。

私は小さい頃から絵を描くのが好きで、美大

に入ってからも将来はデザイン関連の仕事

をしたいと思いつつ、「自分のセンス次第で

シビアな世界」という勝手なイメージから

悩んでいた時期もありました。

そんな時に授業で初めて UIデザインを知っ

て、その面白さに気付いて。色んな企業の

インターンに参加しながら勉強していました。

デザイナーといっても色んな業種や仕事が

あるので、いろんな企業と出会って話を

聞いてみてください！みなさんの「好き」が

仕事になることを願っています！

ゲームの世界観を

ユーザーにわかりやすく伝える

様々なエンタメ体験を通じて

スキルアップを！

デザイナーを目指す

学生の皆さんへひとこと

株式会社グレンジ

漆谷 莉奈

2019 年新卒入社。ゲーム事業の子会社のひとつである株式会社

グレンジに配属されて「Kick-Flight（キックフライト）」というタ

イトルのUIデザイナーとして、キックフライトの UI（ユーザーイ

ンターフェイス）設計や演出作成の全般を担当。2020年3月に開催

された社内で活躍するエンジニア・クリエイターを表彰するた

めの「CA BASE AWARD」にてベストルーキー賞にノミネート。

＃UI/UXデザイナー
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ENG INEER

＃若手活躍 ＃エンジニア

AI事業本部

藤田 光明

2018年新卒入社。アドテク本部（現 AI事業本部）に配属され、インター

ネット広告配信サービス『Dynalyst ( ダイナリスト )』のデータサ

イエンティストとして、広告クリエイティブ選択や入札ロジッ

クの改善などに従事。現在はデータサイエンスチームのマネジ

メントを行う傍ら、共同執筆した論文が国際会議「The Web 

Conference 2020」にて採択されるなど幅広く活躍している。

AI事業本部の取り組みとして、大学との産

学連携や外部企業との共同研究などを積極

的に行っています。

僕も AI ラボの研究開発チームと共同執筆し

た論文が国際的な学会で採択された経験が

あります。Googleや Netflixのような海外のテッ

ク系企業では、新しいアイデアや技術を生

み出し、それを応用して新しいプロダクト

をつくり出すような取り組みが当たり前の

ようになされていて、そういった一連の動

きが競争力のひとつになっています。

今のAI事業本部も、事業成果を出すという軸

はありつつも、技術者として新しいチャレ

ンジできる環境や人が集まっていて、とて

も刺激的な環境ですね。

大学院では計量経済学を専攻していました。

そこでデータ分析やデータの裏にあるス

トーリーを読み解くことの面白さにハマり、

身につけた知識や経験を活かせるような仕

事に将来就きたいと次第に考えるようにな

りました。

そのまま大学に残って研究者の道に進むこ

とを考えたこともありますが、研究そのも

のよりも、「研究の結果を実在するシステム

などに応用することで、どれだけ効果を出

して、どれだけ社会の役に立たせることが

できるのか」という方に強い関心があった

ため、一般の企業でデータ分析を用いて課

題を解決する道に進むことを決めました。

そんなとき、経済学の知見を役立てながら

事業をつくっているサイバーエージェント

に出会いました。

IoTが進んだことで家電や自動車といった製

品や、コンビニなどのリアルの場でもデー

タや AI 技術を活用する場が広がっています。

学生のうちは色んなものに触れて、身の回り

にある疑問（例えば Googleの検索エンジンや

ABEMAの配信技術の仕組みなど）について色々

と調べてみて、自分がどんなことに興味・関

心があるのか考えることから始めてみるのが

良いのではないでしょうか。

研究を社会に役立てるため

ビジネスの社会へ
技術を究め、技術を創る

エンジニアを目指す

学生の皆さんへひとこと

＃データサイエンティスト



21世紀を代表する会社を創る




